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市長公約１０％減税条例改正案否決
上下水道料金に続き市長公約が破綻！

前月の会報で、本気か市民税10%減
税の記事を書きましたが、9月議会で
減税実施の為の条例の改正案が提出
されましたが否決されました。
●総務安全委員会全会一致で否決

9月16日に開かれました総務安全
委員会で、減税案が審議されました
が、財源の裏打ちが無い等の理由で
否決されました。
全会一致で市の提案、
それも辻市長
の最大の政策課題についての条例改

正案が否決された影響は極めて大きいと思います。私の知
る限りでは市が提案した条例案を全会一致で否決された
例は知りません。
市長は否決の事態を受け、非常に残念、財源等更に議員
に説明し本会議での成立を図るとして議案の取り下げを
行いませんでした。
委員会は本会議の先議機関との位置づけであるため、否
決されても本会議にかけることに問題はありませんが、全
会一致で否決された案を内容の修正もなく本会議にかけ
ることは、委員会の審議結果を無視するもので、決してほ
められる事ではありません。
●本会議でも否決
9月30日の本会
議に上程された減
税案は予想通り否
決されました。多
くの会派の代表が
委員会で否決した
案件を何の修正も
無いままで、可決
すれば議会の節操
の無さが問われか
ねないものでした。
市長は上下水道
料金減額の取り下
げに続いて市民税
の減税が否決され
た訳で、主要な市
長公約の実現はほ
ぼ不可能となりました。これからはこの選挙目当ての施策
とも思われる二つの減税・減額はきっぱり諦め、厳しい市
政運営の環境下で、何が市民にとって必要な施策なのか十
分吟味し、自分で考え、市の方向に誤りの無きように頑張
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って頂きたいと思います。
●否決された減税案とは
今回提案されました減税案はその方向性について一部
見直しがされ、今までは一律10％削減としていましたが、
低所得者層に配慮し、均等割額を3，000円から100円に
減税するよう変更したもので、減税の総額は変わりません。
これにより所得階層別減税額の試算（サラリーマン40才
専業主婦 4人家族の例）
低所得層に手厚くなっていますが、制度の趣旨からやむ
を得ないかも知れませんが、最も所得が少ない非課税所帯
には全く恩恵が及びません。市はこの減税分で市内消費を
喚起すると言っていますが、1年限りの施策で果たして効
果が出るのか極めて疑わしいと思います。300万円の所帯
では月に直すと1000円にも満たない額で、これで消費が
喚起されるとも思われませんし、市の思惑通りにはなかな
か行かないと思います。

●厳しい財政状況にあって、総額8億円を越える市の財源
を自ら放棄して良いのか？
市のHPで「和泉市の財政（平成21年度の決算ベース）」
のコメントで和泉市の財政を家計に見立てて次のように
言っています。
収入では、所得の中心となる給料が非常に少なく、親
からの仕送りに頼っており、足らずは、借金や預金の
取り崩しによって、賄っています。
支出では、食費、医療費、借金の返済で５４％を占め、
子どもたちへの仕送りも多く、自由に使えるお金が非
常に少ない状況にあります。
今後の見通し
家計簿からもわかるように収入の大部分を交付税な
どに依存しており、足らずは基金の取り崩しにより賄
っていますが、こうした財源の今後の見通しは明るく
ないのが現状です。
支出面では、借金の返
済は今後減る見込みで、
人件費もカットしてい
ますが、医療費にあた
る扶助費や子どもたち
への仕送りにあたる他
会計繰出金の増加など
により、自由になる財
源が乏しい状況です。

平成２３年１０月発行
今後、収入減や基金の枯渇により大変厳しい財政運営
を強いられることが予測されるため、基金に依存する
体質からの脱却を図り、社会経済の変化や市民ニーズ
を的確に把握し、選択と集中を図っていく必要があり
ます。
このような状況で減税を行うことが果たして許されるの
かということです。
●理念無き施策
市のHPのコメントにあるように厳しい財政下にあって
市民ニーズを的確に把握し、施策の選択と集中を図ってい
く必要があると言っています。施策の選択と集中を図るに
は判断の基準となる市政運営の理念が無ければなりませ
ん。
しかし今回の減税は先の市長選の公約実現でしかありま
せん。その公約も十分吟味したものではなく、選挙の数日
前に天から降ってきた声に触発されたという事ですから、
理念などあろう筈がありません。（今回総務文教委員会
の私の質問に市長はこの発言は適切でなかったと撤回し
ましたが）
市長は、昨今の厳しい経済環境に対応するため、個人
市民税の負担の軽減を図り、市民生活の支援につなげる
と言っていますが、とってつけた感がぬぐえません。
最も生活が厳しい人（税金を払えない人）には全く恩
恵はありませんし、標準所帯（給与収入400万円、サラ
リーマン40才 専業主婦 4人家族）で月1000円にも満
たない減税で、市長の言う市民生活の支援と言えるのでし
ょうか。
●減税の財源はとらぬ狸の皮算用
地方自治体でこのような減税は名古屋市、半田市、北本
市についで全国で4番目だそうです。先陣を切った3市は
いずれも財政的に余裕があるか、そのための税源を別途用
意して減税を行っています。
ところが和泉市は市のHPにもあるように基金を取り崩
して辻褄を合わせている状態で、そのような余裕は全くな
く、これからの和泉再生プランの効果額を当てにして減税
を実施しようというものです。和泉再生プランはこのまま
行けば基金がそこをつき予算が組めない事態を回避する
ために策定したもので、市長の公約実現の為に策定したも
のではありません。
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大きく報じられたでたらめ住民監査結果
オンブズ和泉代表が国家賠償訴訟提訴！

8/27 毎日新聞夕刊より
専修大学白藤教授（行政法）のコメント
あまりに愚かしく、勉強しない学生と同じだ。住民訴訟
を起こすには前もって住民監査請求する必要があるが、
大半の請求が退けられており、手続きとして形骸化して
いる。丸写ししても構わないと思うほどに形骸化してい
るとしたら、自治体に生じた間題を解決できるはずがな
い。制度の根幹が問われる。

住民監査請求とは
住民監査請求とは、市の公金の使い方に違法や不当な事実がある時に、
市の監査委員に対し監査を求めるもので、市民であれば誰でも又一人で
も出来る制度です。住民監査請求を受け付けた時は２ヶ月以内に監査委
員は監査結果を出さねばならない事になっています。住民の自治体行政
への直接参加の権利の一種です。監査の結果に不服があれば住民訴訟と
して提訴が可能です。但し監査請求の請求人でなければ出来ません。
監査委員とは
地方自治法第１９６条では 監査委員は、普通地方公共団体の長が、議
会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の
経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちか
ら、これを選任する。
同じく１９８条の３第１項では 監査委員は、その職務を遂行するに当
たっては、常に公正不偏の態度を保持して、監査をしなければならない。
とされており、監査に当たっては公正を旨とし、自らの能力を最大限に
発揮し、全力をもって、これにあたることが期待されています。
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前月の会報でこの問題を紹介した
記事を書いた後に、この問題を大き
く取り上げた記事が出ました。（左
は毎日新聞の記事で、9/2 付けで朝
日新聞も報じています）
問題の大きさを表していると思い
ます。その問題とは
①監査委員と事務局との関係
監査委員と事務局の関係は、裁判所
で言えば裁判官と書記官との関係
と同じと思います。しかし今回図ら
ずも明らかになったことは、実質的
な監査は事務局が行い、監査委員は
それを認定するだけで、監査委員は
今回他の自治体の監査結果がコピ
ーされているなど全く知らなかっ
たものと思います。しかしこれは問
題で判決を書記官が作っているよ
うなもので、監査委員が形骸化して
いることになります。
②事務局のコンプライアンス不足
今回他の自治体の監査結果をコピ
ーして監査結果を作成しましたが、
その事がどれほど問題か事務局の
人が認識出来ていないことです。白
藤教授のコメントにあるようにあ
まりにも愚かな行為であるとの認
識が全くありません。コピーしたこ
とが露見しない事（そう思ってい
た）を良いことにこのような監査結
果を出したものです。他の自治体の
監査結果を引用（コピー）している
ことを明らかにしてこの監査結果
が出せるのか、良く考えて欲しいも
のです。
③事務局の監査能力不足
今回の監査結果の問題は、前回の会
報で紹介しましたように、請求した
内容について判断せず、請求してい
ない事について判断していること
です。これは箕面の監査結果をコピ
ーした結果起こったことですが、少
し考えれば請求人の求めている措
置の内容と、箕面の監査の結論が違
うことは直ぐ判ることです。
和泉市の監査結果の判断に｢本件請
求の 対象行為に あたる法第 242
条第 1 項に規定する住民監査請求
の対象となる「違法又は不当に公金
の賦課、徴収を怠る事実」に該当す
るものとは認められない。｣（次ペ
ージへ）
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とありますがこの｢違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠
る事実｣は和泉市の請求には一言も出てこないもので、そ
のような請求はしていません。明らかな矛盾があるにも拘
わらず、十分な検討も無くこの監査結果を出した事務局の
監査能力に疑問を持たざるを得ません。
④今回の事態に反省が無いこと
毎日新聞の報道では、移動でバタバタして他の自治体の監
査結果をコピーしたことを認めていたようですが、その後
の朝日新聞の報道では監査事務局の次長は｢請求内容を検
討したうえで、箕面市と同じ判断に至ったので見本にした。
文面の引用であり問題はない｣とコメント(*)しています。
＊コメントについて考えてみます。
まず請求内容を検討した上で箕面市と同じ判断に至っ
たとの点ですが、両市の監査請求の原因となった事実は同
一ですが、措置を求める内容が全く異なります。
和泉市は職員の過失により市に損害を与えた。市は職員
に損害賠償請求を行う権利を有するところそれは市の債
権であり財産にあたる。従って職員に損害賠償請求を行わ
ないことは市の財産の管理を怠る事実であるとして請求
したものです。一方箕面市の監査は過少交付は違法又は不
当に公金の賦課徴収を怠る事実として請求したもので、住
民監査請求について定めた地方自治法第242条第1項に規
定する財務会計行為が異なる請求であり、和泉市の判断が
箕面市と同じ判断に至る事はあり得ない訳で、監査請求の
趣旨を理解できないのか或いは詭弁以外に考えられませ
ん。
更に文面の引用であり問題ないとの事ですが、引用とは
引用する正当な理由があり、引用した文面はあくまで本文
が主で引用文が従であることが必要で、引用文はそれがわ
かるよう｢｣書きなどで明確に区別する必要があり、引用元
を明らかにする必要があります。この監査請求の次長が言
う引用はこのいずれも満足しておらず、これは引用ではな
く転載であり、剽窃（ひょうせつ）と言われても仕方のな
い行為です。問題はないなど口が裂けても言えないはずで
す。
この期に及んでも自らの行いの誤りを認めない態度は、
これからも同じ事が繰り返される懸念があります。事実監
査結果のコピーは今回が二度目です。
●オンブズ和泉代表が国家賠償請求
今回の監査請求を行ったオンブズ和泉の代表は、今回の
ような監査結果のコピーは二度目であり、心血を注いで行
った市民の住民監査請求に対する真摯な態度のかけらも
見られない。請求者をはじめ市民を愚弄するに他ならない
として、和泉市に慰謝料を求めて国家賠償請求訴訟を起こ
しました。この問題を惹起した関連職員の猛省を求めるた
めに行ったと言うことです。
国家賠償法とは、その第1条に｢国又は公共団体の公権
力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意
又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又
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は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。｣とあります。
公務員がその職務上市民等に損害を与えたときは、市等に
損害賠償を請求出来る規定です。今回上伯太線の60万円
問題で、市に代わって立て替えた建築会社が市に請求した
根拠がこの法律です。

昌子の日記＆予定
9/2 育児支援家庭訪問支援員会議
9/4 市政 55 周年記念パーティー
9/5 電力調達入札口座 in 大和郡山市、槇尾川の明日を
考える会定例会
9/6 信太山駅会報配布、議会運営委員会
9/7 和泉中央駅会報配布、信太山丘陵請願打合せ
9/8 和泉中央駅会報配布、外部評価委員会傍聴
9/9 街づくり協議会
9/10 万葉講座
9/12 和泉府中駅会報配布
9/13 和泉中央駅会報配布、本会議
9/14 厚生文教委員会傍聴
9/15 北信太駅会報配布、都市環境委員会傍聴
9/16 総務安全委員会
9/18 自治体財政講座 in 高槻
9/20 議会運営委員会
9/26 都市環境委員会傍聴
9/27 和泉中央駅会報配布、一般質問
9/28 一般質問
9/29 一般質問
9/30 和泉中央駅会報配布、本会議

＜事務所行事＞いずれも小林昌子事務所で
連絡先 自宅 TEL 0725-54-2626
事務所 ＴＥＬ ０７２５－５３－４４５１
（事務所 〒594-1155 緑ヶ丘１－３－１５）

万葉講座（場所 緑ヶ丘自治会館にて）
・講師 大高勇さん（全国万葉協会会員）
・会費 1,000 円（3 か月分） 14-16 時
・94 回 10/9,10（日、月） 万葉バスツアー（泊）
ぐるっと人麻呂！石見の国 万葉歌碑巡り
＜途中からの参加でも十分お楽しみ頂けます＞

ちぎり絵
・講師 西原志満子さん・材料費実費 参加費無料
・11 月 9 日（水）13 時～16 時

パソコン講座（参加費無料）
・第 2、第 4 週の火曜 10 時～12 時、
同じく
木曜 14 時～16 時
・申し訳ありませんが現在定員の関係上新規の受
付を中止しています。

市政相談会
・第２、４水曜日 ２０：００～２１：３０
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